
ふじみ野市ふるさと納税 

 

平成 29 年度 寄付実績・充当事業 

 

●寄付件数および寄付金額   １６４件  ２，４５５，０００円 

 

●使途別の寄付金額と充当事業 

1．子どもの育成 

【妊娠～出産～子育て～教育までの子どもを育む事業】 

 寄付件数 寄付金額 充当した事業 

5７件 6２5,000 円 ●民間保育園運営事業 

（保育園の待機児童対策） 

2．元気・健康、福祉 

【元気で健康な人生を送るための事業、高齢者や障がい者と共に生きるための事業】 

 寄付件数 寄付金額 充当した事業 

19 件 320,000 円 ●福祉総合支援事業 

（生活困窮者等の支援） 

●民間保育園運営事業【再掲】 

（保育園の待機児童対策） 

3．歴史と文化 

【歴史遺産の保存・活用事業、伝統文化・新たな文化の創出などあらゆる文化活動を支援する事業】 

 寄付件数 寄付金額 充当した事業 

2 件 20,000 円 ●文化財保護事業 

 （文化財解説板の修繕） 

4．防災・安全 

【防災力を高め、災害に強いまちづくり事業、安全・安心なまちづくり事業】 

 寄付件数 寄付金額 充当した事業 

7 件 90,000 円 ●災害対策事業 

（気象計の設置） 

●道路等営繕保守事業 

 （排水ポンプ車の配備） 

５．地域力の向上 

【まちづくりを支える人づくり・地域づくり事業】 

 寄付件数 寄付金額 充当した事業 

6 件 70,000 円 ●市民大学ふじみ野運営事業 

 （市民大学ふじみ野の運営） 

６．環境 

【市民が愛着と誇りを持ち、住み続けることを望むような生活環境や都市基盤を創出する事業】 

 寄付件数 寄付金額 充当した事業 

６件 ６0,000 円 ●ふじみ野市・三芳町環境センター管理運営事業 

 （エコラボフェスタの開催） 

●緑地管理事業 

（大井弁天の森の用地取得） 



７．おまかせ事業 

※ 使い道を市に委ねていただいたものです。 

 寄付件数 寄付金額 充当した事業 

67 件 1,270,000 円 ●民間保育園運営事業【再掲】 

（保育園の待機児童対策） 

●緑地管理事業【再掲】 

（大井弁天の森の用地取得） 

●ふじみ野市・三芳町環境センター管理運営事業 

                  【再掲】 

（エコラボフェスタの開催） 

 ※ 詳細は、「平成２９年度ふじみ野市ふるさと納税寄付金の活用について」をご覧ください。 



「平成２９年度ふじみ野市ふるさと納税寄付金の活用について」 

 

●平成２９年度にお寄せいただいた寄付の実績 

寄付件数 寄付金額 

１６４件 2,4５5,000 円 

 

●使途別の寄付金額と充当事業 

1．子どもの育成 

【妊娠～出産～子育て～教育までの子どもを育む事業】 

 寄付件数 寄付金額 
充当した事業 

５７件 625,000 円 

 

（新たに整備された保育園） 

●民間保育園運営事業 

【保育園の待機児童対策】 

待機児童の解消と保育サービスの充

実を図るため、民間認可保育園１園の

開設と幼稚園 1 園の認定こども園への

移行を支援し、１９５人の入所定員の

拡大を図りました。 

寄付金は、その整備費用に対する市

補助金の一部として活用させていただ

きました。 

2．元気・健康、福祉 

【元気で健康な人生を送るための事業、高齢者や障がい者と共に生きるための事業】 

 寄付件数 寄付金額 
充当した事業 

１９件 320,000 円 

（子どもの学習支援教室の様子（イメージ））  

●福祉総合支援事業 

【生活困窮者等の支援】 

生活困窮者世帯等に対し、寄り添い

型による包括的な支援を実施するとと

もに、世帯に属する中高生等を対象に

した子どもの学習支援教室を開催しま

した。 

寄付金は、その事業経費の一部に活

用させていただきました。 

 

（新たに整備された認定こども園） 

●民間保育園運営事業【再掲】 

【保育園の待機児童対策】 

待機児童の解消と保育サービスの充

実を図るため、民間認可保育園１園の

開設と幼稚園 1 園の認定こども園への

移行を支援し、１９５人の入所定員の

拡大を図りました。 

寄付金は、その整備費用に対する市

補助金の一部として活用させていただ

きました。 



3．歴史と文化 

【歴史遺産の保存・活用事業、伝統文化・新たな文化の創出などあらゆる文化活動を支援する事業】 

 寄付件数 寄付金額 
充当した事業 

２件 ２0,000 円 

（鶴ヶ岡八幡神社の解説板） 

●文化財保護事業 

【文化財解説板の修繕】 

  市内にある文化財の周知を図るとと

もに、後世に伝え、保存していくため、

文化財「鶴ヶ岡八幡神社」の解説板を

修繕しました。 

  寄付金は、その費用の一部に活用さ

せていただきました。 

4．防災・安全 

【防災力を高め、災害に強いまちづくり事業、安全・安心なまちづくり事業】 

 寄付件数 寄付金額 
充当した事業 

７件 ９0,000 円 

 

（気象計） 

●災害対策事業 

【気象計の設置】 

 台風等による豪雨被害に備え、市内

の降雨状況等を詳細に把握し、インタ

ーネットを通じて市民の皆さんにリア

ルタイムに情報を提供するため、市役

所屋上に気象計を設置しました。 

  寄付金は、その費用の一部に活用さ

せていただきました。 

       

 （携帯電話での画面（イメージ）） 

 
（排水ポンプ車） 

●道路等営繕保守事業 

【排水ポンプ車の配備】 

  台風等による豪雨被害に備え、冠水

箇所などから雨水を速やかに排水し浸

水被害を防ぐため、排水ポンプ車 2 台

を配備しました。 

  寄付金は、その費用の一部に活用さ

せていただきました。 

 

 



５．地域力の向上 

【まちづくりを支える人づくり・地域づくり事業】 

 寄付件数 寄付金額 
充当した事業 

６件 ７0,000 円 

 

（市民大学ふじみ野の様子） 

●市民大学ふじみ野運営事業 

【市民大学ふじみ野の運営】 

市民と地域、行政が連携し、よりよ

い協働を築くための人材育成を目指

し、年間で 14 コースの講座を開講し

ました。スマホの活用、子育て、健康

づくり、歴史、まちづくり等の講座を

展開したほか、「安全・安心なまちづく

り（地域ぐるみの防犯）」をテーマに特

別講座を開催し、延べ 211 名が受講

しました。 

寄付金は、その運営経費の一部とし

て活用させていただきました。 

 

６．環境 

【市民が愛着と誇りを持ち、住み続けることを望むような生活環境や都市基盤を創出する事業】 

 寄付件数 寄付金額 
充当した事業 

６件 60,000 円 

 
（エコラボフェスタの様子） 

●ふじみ野市・三芳町環境センター管理

運営事業 

【エコラボフェスタの開催】 

環境啓発と交流を目的に開催した

「第 1 回エコラボフェスタ」の費用の

一部に活用させていただきました。 

子どもから大人までが楽しく環境を

学べる内容で、当日は 5,000 人を超え

る来場者で賑わいました。 

 

（大井弁天の森） 

●緑地管理事業 

【大井弁天の森の用地取得】 

 花見など市民の憩いの場として親し

まれている大井弁天の森を保存してい

くため、私有地（1,770 ㎡）の取得費

用の一部に活用させていただきまし

た。 

今後も計画的に、私有地の取得を図

っていきます。 

 

 

 



７．おまかせ事業 

※ 使い道を市に委ねていただいたものです。 

 寄付件数 寄付金額 
充当した事業 

６７件 1,270,000 円 

 
（保育の様子（イメージ）） 

●民間保育園運営事業（再掲） 

【保育園の待機児童対策】 

待機児童の解消と保育サービスの充

実を図るため、民間認可保育園１園の

開設と幼稚園 1 園の認定こども園への

移行を支援し、１９５人の入所定員の

拡大を図りました。 

寄付金は、その整備費用に対する市

補助金の一部として活用させていただ

きました。 

（大井弁天の森） 

●緑地管理事業（再掲） 

【大井弁天の森の用地取得】 

 花見など市民の憩いの場として親し

まれている大井弁天の森を保存してい

くために、私有地（1,770 ㎡）の取得

費用の一部に活用させていただきまし

た。 

 今後も計画的に、私有地の取得を図

っていきます。 

 

（エコラボフェスタの様子） 

●ふじみ野市・三芳町環境センター管理

運営事業（再掲） 

【エコラボフェスタの開催】 

環境啓発と交流を目的に開催した

「第 1 回エコラボフェスタ」の費用の

一部に活用させていただきました。 

子どもから大人までが楽しく環境を

学べる内容で、当日は 5,000 人を超え

る来場者で賑わいました。 

 


